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（百万円未満切捨て）  

１．平成 21 年３月期第２四半期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日） 
(1) 連結経営成績（累計）                        （％表示は対前年同四半期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第２四半期 2,152 － 372 － 410 － 286 －

20年３月期第２四半期 2,205   7.0 417  △47.1 462 △43.8 236 △49.9

 

 
１ 株当た り 
四半期純利益 

潜在株式調整後 

１ 株 当 た り 

四半期純利益 
円 銭 円 銭

21年３月期第２四半期 67 41 － － 

20年３月期第２四半期 55 61 － － 

 
(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円    銭

21 年３月期第２四半期 7,412 6,404 86.4 1,506 97
20 年３月期 7,138 6,267 87.8 1,474 68

（参考）自己資本  21 年３月期第２四半期  6,404 百万円  20 年３月期  6,267 百万円 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 
第１ 

四半期末 
第２ 

四半期末 
第３ 

四半期末 
期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 

20 年３月期 －  － 28 00 －  － 28  00 56  00 

21 年３月期 －  － 28 00   

21 年３月期（予想）   －  － 43  00
71  00 

（注 1）配当予想の当四半期における修正の有無 ： 有 
（注 2）平成 21 年３月期 期末配当金の内訳 普通配当 28 円 00 銭 記念配当 15 円 00 銭 
 
３．平成 21 年３月期の連結業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日）  

（％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通     期 4,050 △2.2 608 △4.6 657 △5.0 440 △31.5 103 53

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 
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４．その他 
  
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 
  
(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有 

（注）詳細は、７ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 
 
(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 
② ①以外の変更 ： 無 
（注）詳細は、７ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)  21 年３月期第２四半期 4,250,000 株 20 年３月期 4,250,000 株
② 期末自己株式数           21 年３月期第２四半期    308 株 20 年３月期    200 株
③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 

21 年３月期第２四半期 4,249,745 株 20 年３月期第２四半期 4,249,850 株
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載の業績予想数値は、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定、及び確信

に基づくものであり、今後の内外の経済情勢、事業運営における状況変化、あるいは見通しに内在する

不確実な要素や潜在的リスク等さまざまな要因によって、実際の業績は予想数値と大きく異なる結果と

なり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には、将来の出来事から発生する予測不可能な

影響等も含まれます。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

1. 連結経営成績に関する定性的情報 

 
当年度は四半期報告制度の適用初年度であるため、前年同期との比較は参考として記載して

おります。 

第２四半期の連結業績概要      （単位：百万円） 

 平成 21 年３月期 

第２四半期累計期間 

平成 20 年４月１日 

～平成 20 年９月 30 日 

平成 20 年３月期 

第２四半期累計期間 

平成 19 年４月１日 

～平成 19 年９月 30 日 

増減率 

売 上 高 2,152 2,205 △2.4％ 

プロダクト事業 2,013 2,099 △4.1％ 

ソリューション事業 139 105 31.8％ 

営 業 利 益 372 417 △10.8％ 

経 常 利 益 410 462 △11.1％ 

四 半 期 純 利 益 286 236 21.2％ 

1 株当たり四半期純利益 67 円 41 銭 55 円 61 銭 21.2％ 

（注）記載金額は単位未満を切捨て表示しております。 

 

 

当第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）におけるわが国経済

は、原油や原材料の高騰が続く中、米国のサブプライムローン問題に端を発する金融市場の混

乱等により企業業績は弱含みにあり、景気の後退色が色濃くなってきました。 

 

当社グループが属する情報サービス業界においては、収益の悪化懸念等を背景に企業のIT

投資の抑制の影響を受けて、受注は鈍化傾向にあります。 

ITシステム運用分野においては、日本版SOX法の適用開始によって、ITシステムの全体最適

化や内部統制の対応強化、セキュリティ対策などのニーズは底堅いものの、IT投資効果に対す

る厳しい要請や投資における慎重な企業姿勢などを背景に、全体に厳しい事業環境が続きまし

た。 

 

このような状況のもと、当社グループは平成 20 年４月１日付けで導入した執行役員制およ

び新たな営業、開発およびサポート体制によって、IT サービスマネジメントを効果的に実現

する新サービス「LMIS（エルミス）」を中心に、オープン系プロダクトの営業活動に注力しま

した。 

また、前期より軌道に乗り始めたパートナー事業の強化を通じて販売チャネルの拡充を進め、

新規パートナー企業および新規案件の開拓に取り組みました。 

 

しかしながら、企業の IT 投資に対する、より慎重な姿勢とともに、新規案件の見直しや先

送り、規模縮小などの外部環境変化に加え、運用自動化ツール「A-AUTO（エーオート）」を始

めとする当社グループの主力プロダクトの新バージョンの投入遅れ等も影響し、プロダクト売

上は前年同期比で減少しました。 
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これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は 21 億 52 百万円（前年同期比 2.4％減）と

なりました。 

 

なお、当第２四半期累計期間において、強化分野の１つである帳票領域における開発および

営業体制の一層の拡充、ニーズの多様化に対応した新製品のスピーディな市場投入等を目的に、

連結子会社であった株式会社ビーエスピー・プリズム（以下、BSP プリズム）の吸収合併を決

議し、平成 20 年 10 月１日付けで同社を吸収合併しました。 

利益については、7月より開始した経費合理化運動による全社規模の経費削減、オフショア

開発拠点である中国・上海の連結子会社、備実必（上海）軟件科技有限公司（以下、BSP 上海）

の活用拡大による開発費用の低減等に努めましたが、中核事業であるプロダクト事業売上が減

少したことなどによって、営業利益は３億 72 百万円（前年同期比 10.8％減）、経常利益は４

億 10 百万円（前年同期比 11.1％減）となりました。 

 

四半期純利益については、BSP プリズムの吸収合併に伴う繰越欠損金の影響によって法人税

等の税金費用が減少したことにより、２億 86 百万円（前年同期比 21.2％増）となりました。 

また、１株当たり四半期純利益は 67 円 41 銭（前年同期は 55 円 61 銭）となりました。 

 

＜プロダクト事業＞ 

当第２四半期累計期間のプロダクト事業売上は 20 億 13 百万円（前年同期比 4.1％減）とな

りました。 

 

プロダクト事業においては、国際標準となりつつある ITIL®（注）の最新バージョンに準拠

した IT サービス分野における新サービス「LMIS」の拡販に重点注力し、４月に第１号ユーザ

として大手流通卸会社に導入しました。戦略的な IT サービスマネジメントを実現する「LMIS」

に対する顧客の関心は非常に高く、連結子会社である株式会社ビーエスピーソリューションズ

（以下、BSP ソリューションズ）が提供するコンサルテーションや各種ソリューションサービ

スとの連係による顧客アプローチが奏功し、引き合いが増加しました。 

また、運用自動化ツール「A-AUTO」や帳票管理ツール「BSP-RM（ビーエスピーアールエム）」

等を始めとする既存製品の販売も、ほぼ順調に推移しオープン系プロダクトの売上は前年同期

比で増加しました。 

メインフレーム系プロダクトについては、IT 投資の抑制傾向が強まる中、既存顧客におけ

る追加および継続案件が伸び悩み、売上は前年同期比で減少しました。 

一方、安定的なストック収入である製品導入後のサポート業務による保守サービス売上は堅

調な推移となりました。 

 

（注）ITIL：IT インフラストラクチャ・ライブラリ  

  IT サービス・マネジメントに関する業務プロセスや手法を体系的に標準化したフレームワ

ーク。1988 年に英 OGC（Office of Government Commerce）によって策定された。 

 

 

＜ソリューション事業＞ 

当第２四半期累計期間のソリューション事業の売上高は１億 39 百万円（前年同期比 31.8％

増）となりました。 
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ソリューション事業においては、IT 全般統制に有効とされる ITIL®に関連したコンサルテー

ションや ITIL®ファンデーション資格取得セミナー、階層別の人材育成セミナー等に対するニ

ーズが一段と高まってきています。 

特に、初心者から中堅社員、プロジェクトマネジャーから管理者までを広くカバーした独自

の人材育成サービスについては、顧客の研修制度の必須コースとして採用されるなど、高い評

価を得ており、前期から引き続いて順調な売上推移となりました。 

また、長年培った運用ノウハウや専門知識等を活かした会員制サービス「Sys-Doc. ®（シス

ドック）」も堅調に推移しました。 

 

＜研究開発費について＞ 

当第２四半期累計期間における研究開発活動は、IT サービス分野における新サービス

「LMIS」の第二弾製品および帳票印刷の新製品「帳票 DASH!（ダッシュ）」の開発に加え、主

力製品である「A-AUTO」および「Loganizer（ロガナイザー）」の大幅なバージョンアップなど

に取り組みました。 

その結果、当第２四半期累計期間の研究開発費は２億 63 百万円（前年同期比 15.4％増）と

なり、対連結売上高比率は 12.2％（前年同期は 10.4％）となりました。 

 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

＜財政状態の分析＞ 

（資産） 

総資産は、前連結会計年度末と比較して２億74 百万円増加し74 億円12百万円となりました。

これは主に長期預金が１億円、現預金が61 百万円減少した一方で、有価証券が４億99 百万円

増加したことによるものです。 

 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末と比較して１億37 百万円増加し10 億８百万円となりました。

これは主に、役員賞与引当金が20 百万円減少したものの、未払法人税等が82 百万円、保守サ

ービス引当金が64 百万円、それぞれ増加したことによるものです。 

 

（純資産） 

当第２四半期会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比較して１億37 百万円増

加し64 億４百万円となりました。これは主に、四半期純利益が２億86 百万円増加しましたが、

配当金の支払いにより１億18 百万円、その他有価証券評価差額金により32 百万円、それぞれ

減少したことによるものです。 

この結果、自己資本比率は86.4％（前連結会計年度末は87.8％）となりました。 

 

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は第１四半期連

結会計期間末と比較して54百万円減少し、35億４百万円となりました。当第２四半期連結会計

期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は、37百万円となりました。

主な資金増加要因は、税金等調整前四半期純利益18百万円、賞与引当金の増加26百万円および
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減価償却費65百万円です。主な資金減少要因は、保守サービス引当金の減少32百万円、売上債

権の増加55百万円及びその他営業負債の減少56百万円です。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は、26百万円となりました。

支出の主な内容は無形固定資産の取得による支出11百万円及び投資その他の資産の増加額14

百万円です。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は、０百万円となりました。

支出の内容は、自己株式の取得支出であります。 

 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

 

下期においては、米国金融危機による混乱の影響が実体経済へ及ぶことが予想され、収益悪

化懸念から企業のIT投資に対する姿勢が、より慎重になるものと見込まれます。 

このような厳しい状況下では、企業において経営効率や生産性向上、コスト低減、人材の育

成強化がますます重要な経営課題となると認識しており、当社グループにとってのビジネス機

会が広がると想定しております。 

 

第３四半期以降は、BSP ソリューションズが提供するソリューションサービスとの連係をよ

り強め、ニーズが活発化しつつある新サービス「LMIS」の拡販を更に推進してまいります。 

さらに、帳票印刷の新製品「帳票 DASH！」、運用自動化ツール「A-AUTO」の新バージョン、

IT による内部統制を支える証跡管理ツール「Loganizer」の新バージョンなど、主力ラインア

ップの連続的な市場投入による売上拡大を図ってまいります。 

 

また、本年１月より営業を開始した BSP 上海においては、オフショア開発拠点として、引き

続き、開発リードタイム短縮を始め開発効率の向上を図ると同時に、中国市場での販売を視野

に入れたマーケティング活動に取り組むなど、現地化を加速し、開発・販売両面で連結業績へ

の早期貢献を目指した活動を進めてまいります。 

 

平成 21 年３月期の通期見通しについては、前回（平成 20 年８月７日）発表した予想数値か

ら変更はありません。 

 

期末配当予想につきましては、平成 20 年 11 月６日開催の取締役会において、設立 15 周年

記念として１株当たり 15 円 00 銭の増配を決議しました。これにより、期末配当予想は普通配

当 28 円 00 銭と合わせて１株当たり 43 円 00 銭となり、年間配当予想は１株当たり 71 円 00

銭となります。 

 

配当予想の変更については、本日公表の適時開示資料「記念配当の実施に伴う配当予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

  該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 ①繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 ②税金費用の計算 

   当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、

税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 ①  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 ② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企業会計基

準第９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収

益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

    これによる損益に与える影響はありません。 

 ③ 「リース取引に関する会計基準等の適用」（企業会計基準委員会 平成５年６月 17 日 終改

正平成 19 年３月 30 日 企業会計基準第 13 号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月 30日 企業会計基準適用

指針第 16 号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理に変更しております。 

    なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

④  「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

18 号 平成 18 年５月 17 日）を第１四半期連結会計期間より、適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。 
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,809,874 2,871,157 

受取手形及び売掛金 712,334 637,486 

有価証券 1,498,812 999,432 

たな卸資産 14,180 7,246 

繰延税金資産 151,691 131,258 

その他 62,117 68,246 

流動資産合計 5,249,009 4,714,828 

固定資産 

有形固定資産 94,660 97,735 

無形固定資産 

ソフトウエア 408,419 494,836 

のれん 93,795 108,980 

その他 2,294 2,470 

無形固定資産合計 504,508 606,287 

投資その他の資産 

投資有価証券 686,896 719,280 

繰延税金資産 340,544 358,644 

長期預金 330,000 430,000 

その他 206,652 211,258 

投資その他の資産合計 1,564,093 1,719,182 

固定資産合計 2,163,262 2,423,205 

資産合計 7,412,272 7,138,033 

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 65,410 65,375 

未払法人税等 117,673 35,263 

賞与引当金 54,775 64,655 

役員賞与引当金 9,575 30,275 

保守サービス引当金 199,700 135,000 

その他 490,314 462,089 

流動負債合計 937,448 792,658 

固定負債 70,650 78,262 

負債合計 1,008,098 870,920 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,330,000 1,330,000 

資本剰余金 1,450,500 1,450,500 

利益剰余金 3,699,602 3,532,104 

自己株式 △635 △520 

株主資本合計 6,479,466 6,312,083 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △50,556 △18,172 

為替換算調整勘定 △24,736 △26,799 

評価・換算差額等合計 △75,292 △44,971 

純資産合計 6,404,174 6,267,112 

負債純資産合計 7,412,272 7,138,033 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

 【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 2,152,860 

売上原価 97,555 

売上総利益 2,055,305 

販売費及び一般管理費 

給料及び手当 479,596 

賞与引当金繰入額 41,973 

役員賞与引当金繰入額 9,575 

保守サービス引当金繰入額 64,700 

研究開発費 263,678 

その他 823,105 

販売費及び一般管理費合計 1,682,629 

営業利益 372,675 

営業外収益 

受取利息 10,096 

受取配当金 28,588 

その他 2,576 

営業外収益合計 41,261 

営業外費用 

コミットメントフィー 1,000 

為替差損 2,086 

営業外費用合計 3,087 

経常利益 410,849 

特別利益 

ゴルフ会員権売却益 6,735 

特別利益合計 6,735 

税金等調整前四半期純利益 417,585 

法人税等 131,092 

四半期純利益 286,492 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 417,585 

減価償却費 135,775 

のれん償却額 15,185 

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,880 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,700 

保守サービス引当金の増減額（△は減少） 64,700 

受取利息及び受取配当金 △38,684 

売上債権の増減額（△は増加） △74,890 

その他の資産・負債の増減額 28,716 

小計 517,808 

利息及び配当金の受取額 38,684 

法人税等の支払額 △51,016 

営業活動によるキャッシュ・フロー 505,476 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △203,800 

定期預金の払戻による収入 203,800 

有形固定資産の取得による支出 △16,850 

無形固定資産の取得による支出 △43,715 

投資その他の資産の増減額（△は増加） 11,288 

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,277 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

自己株式の取得による支出 △115 

配当金の支払額 △118,994 

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,109 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,006 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 338,096 

現金及び現金同等物の期首残高 3,166,790 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,504,886 
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【参考】 

前中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額(千円) 百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,205,497 100.0

Ⅱ 売上原価 77,102 3.5

   売上総利益 2,128,395 96.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

 １ 給与手当 436,374

 ２ 賞与引当金繰入額 42,878

 ３ 役員賞与引当金繰入額 17,100

 ４ 保守サービス引当金繰入額 139,800

 ５ 研究開発費 228,433

 ６ その他 845,900 1,710,486 77.6

   営業利益 417,908 18.9

Ⅳ 営業外収益 

 １ 受取利息 8,698

 ２ 受取配当金 30,088

 ３ 為替差益 469

 ４ その他 6,018 45,274 2.0

Ⅴ 営業外費用 

 １ コミットメントライン手数料 997

 ２ 為替差損 ―

 ３ その他 ― 997 0.0

   経常利益 462,185 20.9

Ⅵ 特別損失 

 １ 固定資産除却損 ―

 ２ ゴルフ会員権評価損 452 452 0.0

   税金等調整前中間純利益 461,733 20.9

   法人税、住民税及び事業税 290,904

   法人税等調整額 △65,523 225,381 10.2

   中間純利益 236,352 10.7
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税金等調整前中間純利益 461,733

   減価償却費 96,259

      のれん償却額 15,185

   賞与引当金の増加額 13,319

   役員賞与引当金の減少額 △18,300

   保守サービス引当金の増加額 139,800

   受取利息及び受取配当金 △38,786

   為替差益 △2,968

   ゴルフ会員権評価損 452

   売上債権の減少額 112,239

   たな卸資産の増加額 △12,468

   その他資産の減少額 9,757

   仕入債務の減少額 △12,598

   未払金の減少額 △103,318

   前受金の増加額 79,618

   その他負債の増加額 41,869

    小計 781,794

   利息及び配当金の受取額 38,786

   法人税等の支払額 △302,697

  営業活動によるキャッシュ・フロー 517,883

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

   定期預金の預入による支出 △203,800

   定期預金の払戻による収入 203,800

   有形固定資産の取得による支出 △18,091

   無形固定資産の取得による支出 △143,600

   その他資産の取得による支出 △38,118

   その他資産の回収による収入 1,020

   投資活動によるキャッシュ・フロー △198,790

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   配当金の支払額 △118,995

  財務活動によるキャッシュ・フロー △118,995

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2,970

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 203,067

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,138,311

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,341,378

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  該当事項はありません。 
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